
◉入会金 5,500 円
◉ 65歳以上の方と小学生以下のお子様は入会金無料

◉表示の入会金、受講料等は消費税を含む金額です。

JR 川崎駅

アトレ川崎

5F JR 川崎駅ビル アトレ川崎 5階のカルチャースクール

受付 午前 9時 30分～午後8時
（日曜は午後4時30分まで）

検索検索よみうりカルチャー川崎

◉読売新聞購読の方、購読予定の方に入会金の特典があ
ります（購読の方で、入会金無料の 65歳以上の方には、
受講料割引券 1,000 円分を進呈）

◉お友達紹介　紹介してくださった人には 2,000 円の
商品券を進呈。紹介された「お友達」は入会金半額で

　2月20日～4月30日まで

通常の
半額程度よみカル体験日

受講料

1,100円3月1日    ～31日
（詳細は裏面をご覧ください）要予約

期間 日 火

春のお楽しみ抽選会

●受付開始～3月末
　（景品がなくなり次第終了となります）
●4月期定期講座の受講手続き（継続・新規）
をされた方全員が抽選できます。

●賞品数は直営センターの合計です。

1,000 円の商品券 830 本
よみカル特製手帳 1 万冊

はじめてのタヒチアンキルト（ティファイファイ）

体験日

ヨガインストラクター　
岩崎  かおり
ヨガは体幹を鍛え

るだけでなく、スト
レス解消にもつなが
りリラックス効果が
期待できます。男性限定のクラスです。
◆第３土曜 16:30 ～ 17:45
◆３か月３回 7,590 円 ◆ 4/18 ～

fl ower design bureau Flower Party コーディネーター
小菅  操
季節の花を毎回講師が

市場で仕入れます。個々
のレベルに合わせて基本
デザインから学べるよう
指導します。
◆第４水曜 12:30 ～ 14:30
◆６か月６回 15,840 円 ◆ 4/22 ～
　　　　　3/25

「宙花 sorahana」オーナーフローリスト 戸部  秀介
お花を触るのが初めての方
でも、「不器用だから」、「セ
ンスがないから」と思って
いる方でも大丈夫。お花の
扱い方から丁寧にレッスン
します。
◆第２金曜 13:00 ～ 14:30
◆６か月６回 16,500 円 ◆ 4/10 ～
　　　　　  3/13

小原流一級家元教授・研修士 山岸  直子
500 有余年の歴史をもつ季節の植物を器にいけて楽しむ「いけばな」

は日本の伝統文化です。その「いけばな」を日常の暮らしの中に取り入
れ四季の移ろいを感じてみましょう。
◆第１・３・５土曜 13:00 ～ 15:00
◆ 3か月5回 12,650 円 ◆ 4/18 ～　　　　　　  3/14、21

科学実験講師 中村  美穂
毎月違うテーマでお子
様の興味をひき、オリジ
ナルのテキストを使って
理解を深めます。
◆第４日曜
　10:00 ～ 12:00
◆６か月６回 17,160 円
◆ 4/26 ～
◆事前体験会 3/22

みんなで輪踊り

かっぽれ踊り

鈴木延子バレエスタジオ 金崎  里香
美しくしなやかな体と、豊かな
感性を育むバレエ。基礎が自然に
しっかり身につくよう指導しま
す。（A：幼児 4歳～／ B：小学生）
◆火曜 16:00 ～ 17:00（A）
　火曜 17:15 ～ 18:30（B）
◆それぞれ
　３か月 12回 27,720 円
◆ 4/7 ～
　　　　　 3/3、10、17、24

ダンスインストラクター
尾嵜  聡美
バレエやヒップホップ
なども取り入れ楽しく踊
ります。リズム感や柔軟
性が養われ、チームワー
クも学べます。
◆土曜 10:00 ～ 11:00（A）
土曜 11:00 ～ 12:00（B）

◆ 3か月12回 27,720 円 ◆ 4/4 ～
　　　　　 3/7、14、21、28

絹・麻・綿の針仕事
～ポジャギほか～

かわいいもの作り
カバードクロス（全８回）

シャンソン・人生を歌う ゼロからのピアノ教室
（個人）

シニアのピラティス

一本歯下駄ウォーキング

脳トレピアノ®検定講座

お家で作るプレミアム
食パンシリーズ

手打ちそば・うどん

水彩画の世界

一から始める書道

日常の書道
見違える字になる
書道とペン字

日本化粧品検定２級・
３級対策講座

フラエレガンス ソウル＆ディスコダンス

60歳からのチアダンス

土曜日の着付け

メンズヨガ

大人のインテリアフラワー

季節のお花で楽しむ
フラワーアレンジメント

いけばな小原流

舞踊家　藤枝  智津政
おなじみの曲に合わせ

て体を動かします。若々
しく、美しく健康のため
にもみなさま一緒に楽し
く踊りましょう。　　
◆第２・４水曜
　10:30 ～ 12:00
◆３か月５回 11,500 円　◆ 4/22 ～
◆事前体験会 4/8

カサハラ式足裏バランス
改善法【ヘバーデン編】

懐かしのメロディーを
歌おう

気持ちも体も軽くなる
痛み解消体操エゴスキュー

櫻川流江戸芸かっぽれ師範　櫻川  梅縄
美容と健康に

はもちろんのこ
と、踊って楽し
く、見て美しい
粋な踊りが江戸
芸かっぽれで
す。お座敷踊りの隠し芸としても大変人気でどこ
でも手軽に踊れる伝統芸です。　　
◆火曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月 10回 27,500 円　◆ 4/14 ～
◆事前体験会 4/7

歌うボイスエクササイズ

60歳からの
クレオパトラの美容体操

チャーミング・フラ（木曜）

やさしいフラメンコ（入門）

観世流謡曲・仕舞入門

明るいボイストレーニング

おしゃれマイバッグ

グラスアート

髙木裕子のこぎん刺し

笑顔が広がる「笑い文字」

句会を楽しむ

ミャンマー
ストーンジュエリー

一笑仏で
木彫りを楽しもう

大江戸遊歩術と老舗巡り テレビのクイズ番組を疑似体験
みんなで挑戦！
『クイズで脳トレ』

日曜のおもてなし英会話

土曜朝の英会話レッスン

やさしいイタリア語入門

ハクビ京都きもの学院師範会副院長 平賀  陽子
　　　　　　　講師　吉田  美保子

基本を身につけながら改良枕
を使い、お太鼓結びから二重太
鼓を学び、１人で着られるよう
指導します。　　
◆第３土曜 18:00 ～ 21:00
◆３か月 3回 11,220 円
◆ 4/18 ～
　　　　　  3/21

b-iSTYLE 公認 b-i スタイリスト
リエコ
　体を支える力とバランス力を
養います。骨盤底筋へのアプ
ローチを丁寧に行い、尿トラブ
ル、冷え性、姿勢の改善を目指
します。転倒予防、肩こり腰痛
予防などにも効果的です。
◆第 2・4木 10:15 ～ 11:15
◆ 3か月 6回 15,180 円 ◆ 4/9 ～

ギタリスト　石尾  敏之
あの想い出の歌や懐かしい名

曲を当時を振り返りながら、お
もいっきり声を出して歌いま
しょう。　　
◆第２・４日曜 10:00 ～ 11:30
◆３か月６回 16,500 円
◆ 4/12 ～

はじめてのフランス語

やさしいスペイン語入門

やさしい中国語

ハワイアンソングで楽しむ
ハワイ語

日本ボイスエクササイズ協会代表
マスタートレーナー  景山  恵庭
懐メロ、歌謡曲、ポップスな

どの曲を使って、ボイスエクサ
サイズを行い体幹を鍛えます。　　
◆第２・４木曜 14:00 ～ 15:00
◆３か月６回 16,500 円 
◆ 4/9 ～
◆事前体験会 3/26

ソープ＆フルーツカービング

つなぐ針仕事主宰　田辺  美由紀
　自然素材の生地を使い、主にポジャギの
基本的な縫い方や布の扱い方を習得します。
作りたい作品を仕上げていきましょう。　　
◆第１火曜 10:30 ～ 12:30
　第１火曜 13:00 ～ 15:00
◆それぞれ３か月 2回 6,600 円
◆ 4/7 ～

ハワイアンキルターズクラブ
カオヒナニ公認インストラクター　朝野  千秋
暑い国タヒチではキルト芯の入っていない
キルトを作ります。タヒチの植物などを大胆
で美しく表現します。　　
◆第４金曜 13:00 ～ 15:00
◆６か月６回 17,160 円　◆ 4/24 ～
◆事前体験会 3/27

TOKIWA MUSIC SHOOL　常盤  正徳
シャンソンの魅力は

奥深いドラマチックな
内容を自分の人生と照
らし合わせ、その経験
から自らのオリジナル
な表現で歌うことです。
さぁ人生を振り返りな

がら生ピアノ伴奏で楽しく歌いましょう。　　
◆第１・３・5火曜 15:00 ～ 16:30
◆ 3か月 6回 16,500 円　◆ 4/7 ～
◆事前体験会 3/17

MusicPOP横浜専任講師　岩渕  由乃
初めての方は簡単に弾けるコツを、経験のある

方はかっこ良く弾けるコツを「音楽は楽しく！」
をモットーに指導いたします。（30 分間の個人
レッスン）　　
◆第２・４木曜 14:30 ～ 18:30
◆３か月６回 17,820 円　◆ 4/9 ～

野口ボクシングジムマネージャー　野口  詩延
一本歯下駄を履いて歩くだけで、骨格、

筋肉が正しい位置に整い、体の歪みが改善
されます。今まで使われていなかった腸腰
筋が使えるようになり、自然と姿勢
も良くなります。　　
◆第２・４水曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月６回 15,840 円
◆ 4/8 ～

ピアノゆうゆう塾 ®講師　古川　正子
音楽を楽しみながら脳のトレーニ

ングができるレッスン手法を学ぶこ
とができ、シニアのピアノ初心者向
けクラスの開講が可能になります。
※受講するには 3/26 の無料説明会
へご参加いただく必要がございます。　　
◆第４火曜 10:00 ～ 12:30
◆３か月２回 35,200 円 ◆ 4/28 ～
◆無料説明会 3/26

日本化粧品検定協会認定講師　かおり
様々な肌悩みに合わせた化

粧品の選び方やメイク方法を
習得します。美肌に影響を与
える原因となる紫外線、食事、
睡眠などの基礎知識まで幅広
く身につけることができます。
※会場：よみうりカルチャー
横浜　　
◆日曜【全４回】
4/12、4/19、5/3、5/10

　14:30 ～ 16:00（途中受講不可）
◆３か月４回 22,000 円 ◆ 4/12 ～

画家　田中  敏晴
フレッシュな水彩で

心のリフレッシュを！
筆と絵の具があれば
アートのはじまりです。　　
◆第２・４日曜 13:30 ～ 15:30
◆３か月６回 15,840 円 ◆ 4/12 ～
　　　　　  3/8、22

読売書法会理事・寒玉書道会理事・審査員
長岡  抱琴
筆の持ち方など基本から始め

て、漢字やかなの書道へと進み
ます。初めて筆を持つ方も、基
礎からわかりやすく指導します。　　
◆第２・４木曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月６回 15,840 円 ◆ 4/9 ～
　　　　　  3/12、26

書道研究敏求会常任理事　髙橋  勝
漢字やかななどの基本や、毎日の生活に活かせ

る書道をご希望に合わせて楽し
く基礎から指導します。　　
◆第１・３木曜 10:30 ～ 12:30
◆３か月６回 16,500 円
◆ 4/2 ～
　　　　　  3/5、19

読売書法会理事  日下  秋芳
品位ある美しい文字を書

きたいですね。名前の書き
方からはじめ、目的や必要
に応じて勉強していきます。　　
◆第１・３水曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月５回 13,200 円 ◆ 4/15 ～
　　　　　  3/4、18

稲城市花子茶屋藤田総本店代表　藤田  敏夫
自ら打ったそばを家族や友人に

味わってもらう喜びは格別です。
二八そば、そば粉 100％の生打ち
そばの打ち方などを学びます。　　
◆第３日曜 13:30 ～ 16:00
◆６か月５回 13,750 円
◆ 4/19 ～

パン教室主宰　三谷  良子
手ごねでできる！耳ま

でおいしい！同じ型を
使って、月替わりでおい
しい食パンをつくりま
しょう。※６回通してお
申し込みいただいた方にレッスンでの食パン作
りに使う18cmパウンド型をプレゼントします。　　
◆第４火曜 10:00 ～ 12:00
◆６か月６回 16,500 円 ◆ 4/28 ～

フラエレガンス律ナカハラ主宰　中原  たづ子
古代ハワイからの大自然と共生

し、平和を願う心のいとなみを体
表現し、人の心も癒すフラ。芸術
性を加味した独自レッスンを、レ
ベルに合わせて行います。
◆第 1・3火曜 15:00 ～ 16:30
◆3か月 5回 13,200 円　◆4/7 ～
◆事前体験会 3/31

JIN DANCE FACTORY主宰　JIN
JIN DANCE FACTORY講師　SHUHEI
70～ 80年代に流行したソウ

ルミュージックに乗り、懐かし
いステップやファンキーなディ
スコダンスを学ぶ講座です。
◆第２・４火曜 15:00 ～ 16:30
◆３か月６回 15,840 円
◆ 4/14 ～
◆事前体験会 3/24

チアリーダーズ協会専属講師須須木  麻莉子
シニア世代

の初心者の方
を対象とした
クラスです。
ポ ン ポ ン を
持って踊るチ

アダンスの楽しさを一緒に感じてみましょう。
◆第１・３水曜 13:00 ～ 14:00
◆３か月５回 12,650 円 ◆ 4/1 ～

エゴスキュージャパン協会認定 Eサイズトレーナー　
白石  和子
エゴスキューは

アメリカ生まれの
歪み・腰痛改善メ
ソッドを基にした
簡単な体操です。
「無理をしない、頑張らない」がルール。運動が
苦手な人にも最適です。
◆第１・３火曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月６回 15,840 円 ◆ 4/7 ～
　　　　　  3/3、17

ベリーダンサー・ヨガインストラクター メグマイヤ
ベリーダンスの動
きとヨガを融合させ
た新しい美容・健康
法。シニアの方、体
が硬い方、運動経験
がない方も楽しく安
心して参加できる内

容です。59歳以下の方でも参加可能です。
◆第２・４木曜 10:30 ～ 11:45
◆３か月６回 18,480 円 ◆ 4/9 ～

プアラニ・フラ・スタジオ主宰
川島  ふじ子
ハワイアンミュージックの歌

詞の意味を美しく優雅に、時に
はセクシーに表現するのがフラ
ダンスです。
◆木曜 13:00 ～ 14:30
◆３か月13回 32,890 円
◆ 4/2 ～
　　　　　  3/5、12、19、26

カサハラフットケア整体横浜本院・専属講師
三浦  たけし
足に関心がないの

は、健康に関心がな
いのと同じ！体の土
台である足裏から、

全身を重力とのバランスを整えると、自然と正し
い歩行が促され姿勢が良くなり、足・ひざ・腰・
首の痛みや不調『未病』も自分で改善できます。
◆第４火曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月３回 8,250 円 ◆ 4/28 ～

現代舞踊協会会員・フラメンコ舞踊家
小野木  美奈
ダンスを習ったことがな

くても大丈夫。踊りもゆっ
くり覚えていき体力も自然
につきます。
◆土曜 12:45 ～ 13:45
◆３か月 10回 25,300 円
◆ 4/4 ～
　　　　　  3/21、28

重要無形文化財総合指定保持者　長山  桂三
「能の見方が分からない」、「鑑賞しても難しい」と思われ
ている方は、習う事が能を楽しむ一番の近道かもしれません。
『謡曲』教室では能楽の台本を謡うお稽古を、『仕舞』教室で
は能の見どころを謡と舞で学んでいきましょう。　　
◆第２・４火曜 15:30 ～ 16:20（謡曲）◆３か月 6回 16,500 円（謡曲）
◆第２・４火曜 16:30 ～ 17:20（仕舞）◆３か月 6回 19,800 円（仕舞）
◆4/14 ～

ボイストレーナー　五東  由衣
　大きな声を出すことで体中の血
流が良くなり、心と体の活性化に
もつながります。
◆第３火曜 11:00 ～ 12:15
◆６か月６回 16,500 円　◆ 4/21 ～
　　　　　  3/17

もう一度歌いたい！
懐かしの童謡・愛唱歌

筆遊び・彩書～SAISHO～

童謡歌手　坂入姉妹（姉・恵美 妹・真紀）
　誰もが口ずさんだことのある「懐
かしの童謡唱歌」を中心に「昭和歌謡」
の名曲など毎回15 曲程度を、ピア
ノ伴奏でみんな一緒に歌います。　　
◆第１木曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月６回17,160円 ◆ 4/2～

読売書法会理事審査員・筆遊び彩書主宰 尾﨑  洋子
筆遊び彩書講師                                中山  杏竹
　「変体仮名」に着目し、日本
画で使われる「顔彩」を使い、
彩を添えて、文字を美しく、
楽しく表現し、文字の魅力を
楽しむことができます。　　
◆第１木曜 10:30 ～ 12:00
◆６か月 6回 15,840 円 ◆ 4/2 ～
　　　　　  3/5

カバードクロス協会認定校
神奈川初認定校・代表講師　深津  奈保美
　日用品を布でカバーリングして、エレガント
なお部屋を演出しませんか。暮らしに欠かせな
い 8作品を作ります。講座終了後には協会認定
の資格が取得できます。　　
◆第１・３土曜 12:30 ～ 14:00
◆６か月８回 23,760 円　◆ 4/18 ～
◆事前体験会 4/4

こぎん刺し木曜会代表　髙木  裕子
　こぎん刺しは、藍
地に綿糸で独特の幾
何学模様を刺し上げ
てゆく津軽地方に伝
わる伝統の技です。
北国の女性の知恵を
体験してみませんか。　　
◆第３火曜 10:00 ～ 12:00
◆６か月６回 17,820 円　◆ 4/21 ～
　　　　　  3/17

日本グラスアート協会認定講師
石井  ゆみ
　グラスアートとは、ベース
となるガラス板などに、特殊
なカラーフィルムと接着剤付
きの鉛のリード線を貼って作
ります。
◆第 3木曜 10:00 ～ 12:00
◆ 3か月 3回 8,250 円
◆ 4/16 ～
◆事前体験会
3/19

ジュエリーコーディネーター
クルムティオジュエリーアカデミー講師
谷  恭子
　 宝 石 の 国
ミャンマーの
約 480 種のオ
リエンタルパ
ワーの天然石
でオリジナル
ジュエリーを
作りましょう。　　
◆第２火曜 13:00 ～ 15:00
◆３か月３回 9,900 円　◆ 4/14 ～

一笑仏工房主宰
あんどう  ななせ
　ちょっと笑える仏
像「一笑仏」。伝統に
縛られることなく、
自分がいいと思うも
のを思うがままに彫
り進めてください。　　
◆第３水曜
　15:30 ～ 17:30
◆６か月６回
　17,160 円
◆ 4/15 ～

トラベルライター  山田  うに
　江戸と明治の史跡を訪ね、
3 時間で約 3.5km をのんび
り歩きます。途中老舗の名店
にも立ち寄る予定です。
◆第２土曜 10:00 ～ 13:00
◆６か月６回 17,160 円　
◆ 4/11 ～

考古学者  橋本  敏行
　江戸の南の入口「品川宿」
は東海道第一の宿として栄
え、今でもその風情を残しま
す。品川宿の必見ポイント
を散策した後、桜の名所目黒川を航行します。
◆4/2（木）10:30 ～ 15:30
◆会員 2,750 円、一般 3,080 円
（別途、昼食代・乗船料として 7,330 円がかかります）

日本クイズ協会代表理事　斉藤  喜徳
　テレビのクイズ番組
のような【早押しクイ
ズ】が誰でも体験できま
す。記憶力、ひらめき力、
推理力、瞬発力を駆使
して誰よりも早く正解
したときの爽快感は最高です。　　
◆第 1・3・5火曜 15:30 ～ 17:00
◆3か月6回 19,800 円　◆ 4/7 ～

「藍生」所属・俳人協会評議員　髙田  正子
　俳句のたのしみは「詠む（作る）」
と「読む（鑑賞する）」。句会形式で
2つを同時に体験しながら学びます。　　
◆第４土曜 13:00 ～ 15:00
◆６か月６回 17,820 円  ◆ 4/25 ～
　　　　　  3/28

笑い文字普及協会トレーナー
宮前  周子
　誰でもすぐに書けるよう
になるのが『笑い文字』の
魅力。感謝の気持ちやメッ
セージをすぐその場で書け
るとても素敵なコミュニ
ケーションツールです。　　

◆第１・３・５月曜 12:30 ～ 14:00
◆３か月６回 16,500 円　◆ 4/6 ～

YK エンタープライズ代表　横尾  淑子
　外国人に話しかけられて慌ててし
まった経験はありませんか。その場
に相応しい表現をわかりやすく解説
いたします。　　
◆第１・３日曜 13:30 ～ 15:00
◆３か月５回 13,200 円　◆ 4/12 ～
◆事前体験会 4/5

ハッチ横浜英語教室講師　山田  よしえ
　基礎的な英会話を学ぶ初心者向け
のクラスです。基礎力を身につけて、
英語を話す楽しさを実感して下さい。　　
◆第２・４土曜 10:30 ～ 12:00
◆３か月６回 15,180 円　◆ 4/11 ～
◆事前体験会 3/28

よみうりカルチャー講師
フランチェスコ・ヴァンデッリ
　一度訪れたらきっともう一度行きたくなる国「イ
タリア」。ABCの発音からスタートして、あいさつ
や数の数え方、旅先で使える日常会話など、初めて
イタリア語を学ぶ方を対象とした入門クラスです。
◆木曜 15:30 ～ 17:00
◆ 3か月12回34,320 円　◆ 4/2 ～

よみうりカルチャー講師　久高 ローア
　世界の多くの地域で使用されてい
るフランス語。美しい響きが魅力的
なフランス語をゼロから学んでみま
せんか。発音の基礎からスタートす
る入門クラスです。
◆第２・４月曜 13:00 ～ 14:30
◆3か月6回 17,160 円　◆ 4/13 ～

よみうりカルチャー講師　アラン・ガザーノ
　日本人にとって発音しやすいスペ
イン語。旅行や日常生活で使うスペ
イン語を楽しく勉強してみません
か。多様で魅力にあふれたスペイン・
中南米の文化もご紹介します。
◆第２・４木曜 19:00 ～ 20:30
◆3か月6回 17,160 円 ◆ 4/9 ～

よみうりカルチャー講師　楊  敏
　始めて学ぶ方向けの入門クラスです。まずは
「ニーハオ！」からはじめてみませんか。
◆第１・３・５木曜 19:00 ～ 20:30
◆３か月７回 19,250 円　◆ 4/2 ～

プアラニ・フラ・スタジオ主宰　川島  ふじ子
　ハワイのちょっとした日常会話を楽しく学ん
でいきます。ハワイ旅行やフラがより一層楽し
くなります。
◆第４木曜 11:00 ～ 12:10
◆６か月６回 15,840 円　◆ 4/23 ～
　　　　　  3/26

Studio Siam専任講師
カービングアートソサエティ公認・
カービングアートスペシャリスト
杉本 亜矢子（月）
平井 真希子（土）
　石けん、または果
物や野菜に様々な模
様やモチーフを専用
ナイフ１本で彫り上
げていきます。フ
ルーツと石けんお好
きなコースをお選び
いただけます。　　
◆第２・４月曜
　10:00 ～ 12:00
◆３か月６回 16,500 円　◆ 4/13 ～
◆第２土曜 13:00 ～ 15:00
◆６か月６回 16,500 円　◆ 4/11 ～
　　　　　  （月）3/9、3/23、（土）3/14

手芸作家
くわはら  けいこ
　お手持ちの布でショ
ルダー型や手さげ型な
ど好みの形や大きさの
おしゃれバッグを製作
します。　　
◆第１・３金曜
　10:30 ～ 12:30
◆３か月６回
　15,180 円
◆ 4/3 ～
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プロカメラマン 松本  曉
　最近色々なスポーツの人気が高
まっています。プロスポーツのほか
家族が熱中す
るスポーツの
写真を撮りた

いと思っている方向けの
講座です。デジカメ、ミ
ラーレス、スマホなど持っ
ているカメラで、何がど
う撮れるのかなどをわか
りやすくお話しします。
◆3/29（日）
　10:30 ～ 12:00
◆受講料：会員・一般ともに 2,750 円

スマホで撮りますか？デジカメ買いますか？
スポーツを撮る

おもしろ科学実験塾 こどもクラシックバレエキッズジャズダンス
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目黒川さくらクルーズと
品川宿散策
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リンパセラピスト短期
取得対策講座（６か月コース）

リンパセラピーアドバイザー　桑田  安子
全身に張り巡らされてい

るリンパにやさしくセラ
ピーし、自然治癒力を高め
ます。初心者の方からプロ
として活躍できるよう指導
します。最終日に取得試験

があります。（別途受験料・認定料が必要です。）
◆第１・３水曜 12:45 ～ 14:15
◆６か月 12回 35,640 円 ◆ 4/1 ～
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は4月期新設講座New

講座のご予約はお早目に、先着順で受け付けます。◆会員制です。別途入会金がかかります。65歳以上の方と小学生以下のお子様は無料です。◆講座案内の金額は受講料です。このほかに設備維持費、教材費などがかかります。
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